
　

下記は旅行代金とあわせてお支払いいただきます。　

●中部空港使用料 2,910円　●現地空港税 5,670円※　●燃油サーチャージ 約5,820円※　●国際観光旅客税 1,000円
※現地空港税、燃油サーチャージは為替レート等による変動性です。確定額はご請求時にご案内致します。

＜ご旅行条件＞

■代金に含まれるもの：
エコノミークラス往復航空代金、ホテル宿泊(2名1室)､日程表に含まれる観光･食事､鉄道、団体行動中のチップ、ツアーガイド費用
■代金に含まれないもの：

■最少催行人員：10名様 ■ツアーガイド：宮下が中部空港より同行いたします ■利用予定航空会社：フィンエアー

■利用予定ホテル：[シャモニ] プリオレ　[ツェルマット] シティ　[グリンデルワルト] キルヒュビュール　[チューリッヒ] アレグラ

ご旅行条件　

観光庁長官登録旅行業第735号　(社）日本旅行業協会正会員

総合旅行業務取扱管理者： 山口　寿史

〒460-0003　名古屋市中区錦1-20-19名神ビル6F

旅行開始後又は無連絡不参加

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。

この旅行契約に関し、担当者の説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。

旅行代金の30%

前々日より当日まで 旅行代金の50%

旅行代金の100%

■旅行条件・旅行代金の基準　 この旅行条件は2019年11月20日現在有効な航空運賃・適用規則を基準として
おります。

■旅行契約の解除･払戻　　お客様は次に定める取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を解除できま
す。但し解除の連絡は当社の営業時間内にお受け致します。

旅行契約の解除日 取消料 ■旅程保証　　パンフレットに記載した
契約内容のうち、当社旅行業約款(募集
型企画旅行の部第25条別表)に挙げる
重要な変更が生じた場合、同条に定める
ところにより変更保証金をお支払いしま
す。

旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼっ
て

31日目に当たる日まで 無料

30日前より15日前まで 50,000円

14日前より3日前まで

上記記載の燃油サーチャージ・空港使用料・現地空港税・国際観光旅客税、スイス鉄道別送便代金(荷物1つ約25スイスフラン)、ベルン
市バスチケット(約3スイスフラン)、食事の際の飲み物、任意の海外旅行保険、その他個人的費用

お申込の際には必ずお読みください。

■募集型企画旅行契約　　この旅行は株式会社チックトラベルセンターが企画・募集し実施する旅行であり、お客様
は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。　旅行契約内容は、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、
申込書、出発前に別途お渡しする確定書面(最終日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約によります。

■個人情報の取扱について　 当社は申込書に記載の個人情報について、お客様との連絡のほか、運送・宿泊機
関等の手配上の手続に必要な範囲内で利用させて頂きます。　※この他、当社では、旅行参加後のご意見やご感想の
提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させて頂く場合があります。

■旅行の申し込みと契約の成立時期　　当社所定の旅行申込書に所定の事項をご記入の上、下記の申込金を添
えてお申込頂きます。申込金は旅行代金の一部として繰り入れます。また、旅行契約は当社が予約の承諾をし、申込書と
申込金を受領した時に成立するものとします。

■免責事項　お客様が次に挙げる事由により被害を被られた場合、当社は責任を負いかねます。ア．天災地変、戦
乱、暴動。イ．運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。ウ．官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離。エ．
自由行動中の事故。オ．食中毒。カ．盗難。キ．運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など。又は上記ア～
キによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、目的地滞在時間の短縮。

■旅行代金のお支払い　　旅行代金は、旅行出発日の前日から起算して、15日前迄にお支払頂き
ます。また、それ以降のお申込の場合は、申込時又は当社が指定する期日迄にお支払い頂きます。

申込金（1人）

50,000円

・1986,89,91年にかけて同一メンバーで「グランド・ ジョラス」「マッターホルン」「アイガー」のアルプス 三大北壁を完登

・1995年チベットの未踏峰ニェンチェンタングラⅣ峰(7046m)  初登頂登山隊長。岐阜県県民栄誉賞（チーム）を受賞

・1993年チックトラベルセンター入社。定年後も専属ツアーコーディネーターとして主にスイスはじめ アルプスの企画・ガイドに携わる

電話 052-212-2830 FAX 052-212-2778
メール： nagoya@tictravel.co.jp ttps://www.tictravel.co.jp/



地　　名 時間 交通手段

2020 中部国際空港 午前 航空機 フィンエアーにて空路ヘルシンキへ

7/5 ヘルシンキ 午後 航空機 着後乗換え、空路ジュネーブへ

(日) ジュネーブ 夜 専用車 着後、バスでシャモニへ

シャモニ 21時頃 シャモニ着、チェックイン

朝/ X 昼/機内 夕/X ＜シャモニ　泊＞

シャモニ 8時頃 ﾊﾞｽ ☆スイスとの国境バルムのコル往復ハイキング

7/6 ル・トゥール ﾛｰﾌﾟｴｲ

(月) シャラミオン 徒歩

バルムのコル 徒歩 〇参考歩行時間約3時間(休憩時間を含みません)
ﾙ･ﾄｩｰﾙ～ｼｬﾓﾆ ﾊﾞｽ 朝/ホテル 昼/各自 夕/レストラン ＜シャモニ　泊＞

シャモニ 7:30頃 ﾛｰﾌﾟｳｴｲ ☆シニャル･フォーブ ハイキング

7/7 ｴｷﾞｰﾕ･ﾄﾞ･ﾐﾃﾞｨ ﾛｰﾌﾟｳｴｲ

(火) ﾌﾟﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾚｷﾞｰﾕ 徒歩

ｼﾆｬﾙ･ﾌｫｰﾌﾞ 徒歩

ﾓﾝﾀﾝｳﾞｪｰﾙ 登山電車 〇参考歩行時間約5時間(休憩時間を含みません)
シャモニ 午後 朝/ホテル 昼/各自 夕/レストラン ＜シャモニ　泊＞

シャモニ 午前 専用車 専用車で出発

7/8 テーシュ 午前 鉄道

(水) ツェルマット 午後

各自昼食後､オールドツェルマット･山岳博物館(別途費用)･ホテルバンホフ･コープﾟ等へ

朝/ホテル 昼/各自 夕/レストラン ＜ツェルマット　泊＞

ツェルマット 7:45頃 地下ｹｰﾌﾞﾙ ☆エーデルワイストレイルハイキング

7/9 スネガ ﾛｰﾌﾟｳｴｲ

(木) フルーアルプ 徒歩

ブラウヘルド 徒歩 〇参考歩行時間約4.5時間(休憩時間を含みません)
ﾃｭﾌﾃﾙﾝｱﾙﾌﾟ 徒歩

ツェルマット 午後 朝/ホテル 昼/レストラン　　夕/レストラン ＜ツェルマット　泊＞

ツェルマット 7:30頃 ﾛｰﾌﾟｳｴｲ ☆マッターホルン北壁展望･シュタッフェルアルプ･ツムットトレッキング

7/10 ｼｭｳﾞｧﾙﾂｾﾞｰ 徒歩

(金) ｼｭﾀｯﾌｪﾙ 徒歩

ツムット 徒歩

ツェルマット 午後 徒歩 谷を挟んだ対岸の典型的なログハウスの小村ツムットを経てツェルマットへ下ります

〇参考歩行時間約5時間(休憩時間を含みません)
朝/ホテル 昼/各自 夕/各自 ＜ツェルマット　泊＞

ツェルマット 8:30頃 鉄道 鉄道でテーシュへ(約15分)
7/11 テーシュ 専用車 専用車に乗換え、アイガーの麓の街グリンデルワルトへ

(土) ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙﾜﾙﾄ 午後 着後、夕食まで自由行動

朝/ホテル 昼/各自 夕/ホテル ＜グリンデルワルト　泊＞

ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙﾜﾙﾄ駅 8:30頃 鉄道 ☆アイガートレイルハイキング

7/12 ｸﾞﾙﾝﾄ～ﾒﾝﾘｯﾍﾝ ﾛｰﾌﾟｳｴｲ

(日) ｱｲｶﾞｰｸﾞﾚｯﾁｬｰ ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ

ｱﾙﾋﾟｸﾞﾚﾝ 鉄道

ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙﾜﾙﾄ 朝/ホテル 昼/各自 夕/ホテル ＜グリンデルワルト　泊＞

ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙﾜﾙﾄ 終日自由行動(行程調整日)
〇オプショナルにてハイキングを別途ご提案します

(月) 朝/ホテル 昼/各自 夕/ホテル ＜グリンデルワルト　泊＞

ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙﾜﾙﾄ 鉄道 朝、鉄道別送便でスーツケースをチューリヒ空港駅へ送ります(1個約25フラン別途要)
7/14 ｲﾝﾀｰﾗｰｹﾝ 列車を乗り継いでベルンへ

(火) ﾍﾞﾙﾝ 鉄道 旧市街を見下ろすローズガーデンと旧市街をご案内(市バスチケット各自負担約3フラン)
ﾁｭｰﾘﾋ 鉄道でチューリヒ空港駅へ

荷物を受取後、大型スーパー｢MIGROS｣へご案内。その後シャトルバスでホテルへ

朝/ ホテル 昼/各自 夕/各自 ＜チューリヒ泊＞

7時頃 ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ 空港へ、チェックイン

7/15 チューリヒ 午前 航空機 フィンエアーにて空路ヘルシンキへ

(水) ヘルシンキ 午後 航空機 着後乗換え、空路中部へ

朝/ ホテル 昼/X 夕/機内 機内

7/16 中部国際空港 朝 到着･入国

(木) 朝/ 機内 昼/X 夕/X
＊上記旅程は輸送機関の都合や現地事情で変更になる事があります

6

村外れのウィンケル・マッテンからロープウェイでシュヴァルツゼー(黒い湖=2583m)へ。色

鮮やかなゲンチアナ(リンドウ科)はじめ花々の咲く道を、マッターホルン北壁をほぼ真下か
ら見上げながらシュタッフェルアルプをトレッキング　◎マッターホルン北壁登攀の体験談

モンブラン・マッターホルン・アイガー展望ハイキング12日間　日程
スケジュール

1

2
ル・トゥール(1380m)からロープウェイでシャラミオン(1870m)へ登りアルペンローゼﾞの大群
落や様々な高山植物の咲き乱れる中バルムのコルを往復します

3

エギーユ・ド・ミディ展望台(3842m)から大展望を楽しんだ後､中間駅へ下り､シャモニ針峰群

の真下をトラバース後、お花畑の中を登り岩尾根のシニャロ・フォーブ(2191m)へ｡その後モ
ンタンヴェールへ下り登山電車でシャモニへ　◎グランドジョラス北壁登攀体験談

4
ツェルマットは半世紀以上前から環境保護のため自動車の乗り入れが禁止されているため､
手前の街テーシュからツェルマットへは鉄道(約15分)での移動です

5

ブラウヘルド(2571m)からシュテリゼー(湖)を経てフルーアルプ(2618m)へエーエルワイストレ
イルを登ります｡ブラウヘルドに戻りテュフテルンアルプへ

11

12

7

8
徒歩で駅へ。標高2289mのメンリッヘンへ｡アイガー北壁やメンヒ・ユングフラウを正面に見
ながらクライイネシャイデックへ。アイガー北壁の真下を行くアイガートレイルを歩きます
◎アイガー北壁登攀体験談。アルピグレンから鉄道でグリンデルワルトヘ

9
7/13

10
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